
名古屋市民 代替レース ２月２１日（日）

小学生女子 男子３部
Bib 氏名 所属 Bib 氏名 所属
1 後藤　あずさ ほおのきJr. 59 森田　耕二
2 金澤　優理菜 SEED 60 加藤　忠晴 Doing
3 古市　凪 明鏡ＳＣ 61 佐藤　維是
4 高原　百香 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 62 落合　清一 ｶﾄｳｽｷｰ
5 坪井　椎 ｱｯﾌｪﾋﾀﾞ･ｼﾞｭﾆｱ 63 中本　昌文 がんばSC

小学生男子 64 神野　浩己 三菱自動車岡崎ｽｷｰｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ部

Bib 氏名 所属 65 若園　博行 結構さる軍団
6 阪口　宗助 ほおのき平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 66 尾形　貞治
7 福島　幸久 明鏡ＳＣ 67 田上　恭彦
8 本多　峻 明鏡ＳＣ 68 大城　浩二 結構さる軍団
9 阪口　慶祐 ほおのき平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 69 日比野　宏紀 ｴｷｽﾊﾟｰﾄSC
10 尾形　柑太 70 田川　弘樹 ﾄﾘｲSC
11 佐藤　碧純 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 71 山田　健司 ｷﾘﾝ
12 犬飼　健太 SKI TEAM SEED 72 石原　竹志 ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
13 佐藤　元俊 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 73 山岡　大 KGSA
14 横井　太一 SEED 74 西峯　正 MUGIｼｰﾊﾞ
15 長瀬　莉旺 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 75 岡　泰央
16 古市　海 明鏡ＳＣ 76 野田　　誠治 一宮市ｽｷｰ連盟
17 平瀬　善之 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 77 早川　信明 ｼｪｰﾚﾝｸﾗﾌﾞ
18 本多　稜 明鏡ＳＣ 78 服部　竜延 CALLA FACTORY
19 近松　恒佑 79 犬飼　崇 SKI TEAM SEED

中学生女子 80 今井　健
Bib 氏名 所属 81 千葉　丈雄 MSﾚｰｼﾝｸﾞ
20 古市　雫 明鏡ＳＣ 82 永田　直覚 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
21 榊原　茅乃 明鏡ＳＣ 83 樋口　栄一 ﾘﾍﾞﾙﾃSC
22 林　ほのか 84 大西　幹雄 ﾌﾞｰｽｶ水上ｽｷｰ倶楽部
23 片山　瑞菜 明鏡ＳＣ 85 西牟田　勉 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ
24 鈴木　優和 ほおのきJr 86 田中　達夫

中学生男子 87 松尾　洋一 一宮市ｽｷｰ連盟
Bib 氏名 所属 88 松本　直人 ｴｷｽﾊﾟｰﾄSC
25 坪井　桂 ｱｯﾌｪﾋﾀﾞ･ｼﾞｭﾆｱ 89 松原　直明 星ヶ丘ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
26 山本　樹 明鏡ＳＣ 90 菊池　嘉高 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ
27 平瀬　敦之 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 91 江下　勝
28 沖谷　桔平 愛知工業大学名電高等学校 92 野々村　敦 KNﾚｰｼﾝｸﾞ
29 竹中　史恩 朴の木Jr. 93 佐藤　良樹
30 ﾏｸﾆｰﾙ　健 明鏡ＳＣ 94 桝　正和 TY RC

女子２部 95 松山　　正
Bib 氏名 所属 96 北川　裕康 toriisports
31 池浦　智恵美 ﾁｰﾑﾀﾞｯｷｭ～ 97 今泉　強
32 須藤　康子 ﾘﾍﾞﾙﾃSC 98 村上　吉人
33 神谷　久美子 きりん 99 磯貝　宜伸 ﾘﾍﾞﾙﾃSC
34 金原　佳世 100 林　英明 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ
35 澤田　令子 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ 101 甘粕　洋一 医)あまかす歯科
36 筧　優子 ｶﾄｳｽｷｰ 男子２部
37 三島　由美子 ﾄﾖﾀ車体ｽｷｰ部 Bib 氏名 所属
38 坪井　香 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ 102 山本　圭悟
39 野田　　智恵 一宮市ｽｷｰ連盟 103 本田　善央 BRST

マスターズ 104 酒井　泰彦 SEED
Bib 氏名 所属 105 小河　良平 BRST
40 小酒井　朝夫 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 106 関屋　卓
41 角谷　真治 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱST 107 本多　聡
42 國枝　宏之 ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝSC 男子１部
43 大川　司 明鏡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ Bib 氏名 所属
44 荒家　良作 108 池浦　快哉 ﾁｰﾑﾀﾞｯｷｭ～
45 坪井　武志 109 山村　卓史 名古屋大学医学部ｽｷｰ部
46 豊澤　和美 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ 110 中本　壮一郎 がんばSC
47 宇田　拓也 結構さる軍団 111 鳥羽　大晴 ほおのきJr
48 佐藤　晶彦 ﾘｰｾﾞﾝ三田
49 杉本　由政
50 田端　秀樹 伊勢ﾊﾟｰﾙﾋﾟｱﾎﾃﾙ御食事所海

51 大矢　巧
52 松本　章良 ｷｬﾗﾌｧｸﾄﾘｰ
53 菊池　幸彦 がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ
54 奥田　点 ｱｲｼﾝAWｽｷｰ部
55 大坂　憲行 TEC　ski
56 澤田　敦則 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ
57 成田　努
58 伊藤　慎治 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ

スタート リスト


